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Ⅰ はじめに 

平成28年第１回市議会定例会の開会に当たり、市政運営に対

する私の所信と主な取り組みを申し上げ、議会並びに市民の皆

様のご理解とご協力をいただきたいと存じます。 

昨年の統一地方選挙におきまして、２期目の市政運営を担う

こととなりましたが、これからの４年間は、１期目に種をまき、

芽を出したまちづくりの基盤など、様々な取り組みによって生

まれた室蘭の持つ可能性を、さらに大きく広げていく決意であ

ります。 

いま我が国は、雇用や所得環境の改善傾向が続いております

が、実質賃金の減少もあり、市民が好況感を実感できるまでに

は至っておらず、また、地元企業においては、深刻な人手不足

や中国をはじめとする新興国経済の減速による影響もあり、地

域経済は依然として厳しいものと認識しております。 

経済情勢や国の政策が刻々と変化し、人口減少という困難も

立ちはだかっていますが、このような時だからこそ、ひるむこ

となく、自らの行動力で活路を開いてまいりたいと考えており

ます。 

 

Ⅱ 市政運営の基本姿勢 

はじめに、市政運営の基本的な考え方を申し上げます。 

新年度は改選後初の通年予算編成となりますが、「誇れる室蘭」

の実現に向け、市民に約束した７つの戦略を具体的な取り組み
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として形にしながら、着実に推進していくことが私に課せられ

た使命であります。 

また、本市の最重要課題であり、国と地方が総力を挙げて取

り組む人口減少問題については、昨年、アクションプランであ

る「室蘭市総合戦略」を策定したところであり、市民としっか

り認識を共有し、国の補正予算も活用しながら、施策を推進し

てまいります。 

これらの視点を踏まえ、新年度については、 

１．子育て支援のブランド化 

２．お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり 

３．市民パワーを活かしたまちづくり 

４．将来を展望した都市機能の充実 

５．ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり 

６．ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり 

７．スリムな行政運営 

以上、７つの戦略と総合戦略の着実な推進を市政運営の基本

に位置付け、誰もが室蘭の元気を感じられるよう、持てる力の

全てを注ぎ、取り組みを進めてまいります。 

 

Ⅲ 誇れる室蘭に向けた戦略の推進 

次に、主な施策を申し上げます。 

なお、教育行政に係る基本的な考え方や施策については、教

育長より、教育行政方針として申し上げますが、基本的な目標
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や方針を示す室蘭市教育施策の大綱の実現に向け、教育委員会

と連携を強化してまいります。 

 

１．子育て支援のブランド化 

はじめに、「子育て支援のブランド化」であります。 

本市では、子育て世代に選ばれるまちを目指して打ち出した

「子育て応援プラン」により、子育て情報誌の作成など、情報

発信や周知に特に力を入れて取り組んできました。 

最近では、子育て世代から、「まちを挙げて子育て支援に取り

組んでいると感じる」という声も聞かれるなど、一つひとつの

取り組みが実を結んできており、今後も子育て世代が住みたい、

住み続けたいと実感できる施策を展開します。 

「元気に子育て」では、女性を対象とした復職・起業セミナ

ーにおいて、子ども連れでも参加しやすいよう託児体制を整え

るほか、「安心子育て」では、特定不妊治療の支援対象を男性に

も拡充するとともに、ひとり親家庭などに対するヘルパー派遣

の要件を緩和するほか、第３子以降の保育料無料化では、国の

支援制度に加え、所得制限を緩和する本市独自の基準も適用し

実施します。 

「楽しく子育て」では、室蘭岳山麓総合公園に、新たな複合

遊具を設置するなど、親子が気軽に集い楽しめる環境を整備す

るほか、「みんなで子育て」では、引き続き子育て応援団への参

加を呼びかけながら、その取り組みを周知し、まち全体で子育
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てを応援する意識の醸成を図っていきます。 

教育環境の整備では、陣屋・本室蘭・白鳥台小学校の統合校

となる白蘭小学校について、校舎棟及び体育館棟の建設を進め

るほか、高砂・水元小学校の統合校の基本設計に着手します。 

 

２．お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり 

次に「お年寄りや障がい者が元気に暮らせる環境づくり」で

あります。 

本市の高齢化率は 35％に達しており、認知症高齢者の増加が

危惧されていますが、認知症は誰にでも起こり得る病気であり、

すべての人が正しく理解し、適切に対応できる環境づくりを進

めていきます。 

認知症の早期発見や対応を図るため、新たに医療・福祉関係

者から構成される「認知症初期集中支援チーム」を立ち上げる

とともに、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配

置し、関係機関の連携体制強化を図るほか、家族を含めた交流・

相談の場である認知症カフェを増設するなど、支援の充実に取

り組みます。 

障がい者への対応では、新たに制定する手話に関する条例に

基づき、手話への理解・普及に向けた講座の開催や、手話通訳

者養成に係る研修費用の支援を行います。 

また、生活困窮者への対応では、昨年より実施している相談

支援事業の中で様々な課題が見えてきたことから、それらを検
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証し、困窮からの早期自立に向け、新たに就労準備支援を実施

するほか、学習支援の充実に取り組みます。 

がん対策の取り組みでは、昨年より実施しているピロリ菌検

査について、新たに中学生も対象とし、将来の発病リスクの軽

減を図ります。 

火葬場については、新年度の早い時期に基本計画を策定し、

早期の事業着手につなげるとともに、共同墓についても、関係

団体との協議や市民意見を踏まえ基本計画を策定します。 

 

３．市民パワーを活かしたまちづくり 

次に「市民パワーを活かしたまちづくり」であります。 

昨年改定した協働のまちづくり指針に基づき、市民一人ひと

りのまちづくりへの思いを後押しするとともに、個々の活動を

つなぎ合わせ、より大きなパワーに変える環境づくりを一層進

めていきます。 

まちづくり活動支援補助金については、地域課題解決に向け

た自主的な活動の継続に係る支援を拡充するとともに、市民活

動センターでは、個人や企業が、気軽にまちづくり活動等に参

加できる仕組みづくりを試行するなど、生涯学習センターへの

移転を見据え、コーディネート機能やネットワークの充実強化

を図ります。 

市民にとって最も身近な地域コミュニティである町内会・自

治会は、会員の減少や役員の高齢化が進む一方で、子どもや高
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齢者の見守りなど、地域課題の解決に向けた活動が多様化して

いる現状を踏まえ、報奨金の見直しを行うとともに、活動拠点

である町内会館の環境整備について、新たにバリアフリー改修

への支援を拡充します。 

さらに、市民の防災意識や災害対応力を高めるため、引き続

き町内会と連携し、合同避難訓練を実施するとともに、蘭西地

区の避難所用資機材を保管する防災備蓄庫を、みなと小学校敷

地に整備し、防災体制の充実強化を図ります。 

また、今年１月、交通事故により若者３名の尊い命が失われ

ました。 

二度とこのような悲惨な事故を起こさないためには、「飲酒運

転の根絶」「スピードダウンの励行」など、市民の安全意識の高

揚が重要であり、関係機関等と連携しながら、交通安全啓発を

強化します。 

 

４．将来を展望した都市機能の充実 

次に、「将来を展望した都市機能の充実」であります。 

本市では、2040年の将来人口を約７万人と展望したところで

あり、人口減少対策の取り組みを進める一方で、公共施設の改

修や再編、空き家の適正管理など、将来の人口規模に見合った

まちづくりを計画的に進め、市民が安全安心に暮らすことがで

きる都市機能の充実を図っていきます。 

（仮称）環境科学館・図書館については、基本設計等を進める
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ほか、生涯学習センターでは、整備・運営を担う民間事業者を

選定し、設計に着手するとともに、（仮称）総合体育館について

は、測量調査や民間活力導入の検討を行います。 

公設地方卸売市場については、経営安定化に向けた将来ビジ

ョンの策定とあわせ、施設整備の具体化に向けた検討を進めま

す。 

空き家対策では、適正管理や利活用の方策等に係る「空家等

対策計画」を策定し、計画的な空き家解消の取り組みを進める

とともに、まちなかの賑わいづくりに向けて、商店街の空き店

舗出店助成に係る対象業種を拡充するほか、創業希望者に対す

る新たな支援制度を創設します。 

都市基盤の整備では、市営住宅東町たいわ団地の建て替えを

継続するほか、長寿命化計画に基づき母恋橋の架け替え事業に

着手するなど、既存インフラの計画的な改修を進め、輪西社宅

通整備については、引き続き地域住民と協議を進めます。 

公共交通については、北海道新幹線開業に合わせバスのダイ

ヤ改正が行われ、鉄道との接続が強化されることから、公共交

通の利用促進に向け積極的な周知を図るとともに、ふれあいパ

スの拡充など、交通事業者と連携し更なる利便性向上に向けた

検討を進めます。 

 

５．ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり 

次に「ものづくりのまちが挑む北の環境産業都市づくり」で
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あります。 

私は、室蘭グリーンエネルギータウン構想の実現に向けて、

道内初となる水素ステーションと燃料電池自動車を一体的に整

備する今年を、「北の水素元年」と位置付け、本市が有するもの

づくりの技術や環境産業の集積を活かし、国や北海道、関係機

関と連携し、水素社会構築と新たな環境産業の展開に向けた取

り組みを進めます。 

まず、市民の認知度向上に向け、燃料電池自動車の試乗体験

や、水素利用シンポジウムなどを開催するほか、水素の安全性

や利活用に関するパンフレットを作成し普及啓発を図ります。 

公共施設においては、入江運動公園温水プールに燃料電池を

導入するとともに、民間部門での利用促進に向けて、新たに一

般住宅への家庭用燃料電池「エネファーム」導入を支援します。 

また、水素技術開発や市場動向等の情報共有を図るプラット

フォームを官民協働で構築し、市内企業の水素関連産業への参

入を後押しします。 

PCB廃棄物処理事業については、引き続き排出県を対象とした

環境研修を開催するとともに、道の駅みたらと東室蘭自由通路

の電子掲示板や、市内小中学校の体験学習などを活用し周知を

図ります。 

人手不足が深刻化するものづくりや建設業の人材確保に向け

ては、女性が働きやすい職場環境整備への支援を行うほか、子

どもたちにものづくりへの関心を育んでもらう「てついく」の
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取り組みを官民協働で進めます。 

また、平成29年度より新体制となる、道立室蘭高等技術専門

学院の入校生に対する新たな支援策を創設し、学院の継続的な

運営や製造業の人材育成につなげます。 

さらに、産業振興条例の改正により、企業誘致の促進や企業

の成長力強化に向けた取り組みを推進するほか、中小企業振興

条例を制定し、各種振興策を総合的に推進します。 

 

６．ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり 

次に、「ひと・まち・港を活かすグローバルな都市づくり」で

あります。 

人口減少による地域経済の縮小という課題に立ち向かってい

くため、アジアをはじめとする海外の需要を開拓し、その成長

力を積極的に取り込むことが重要です。 

今年は、昨年を上回る数の客船入港が予定されており、市民

との協働による歓迎イベントを行うほか、まちなかの経済効果

を高める取り組みを後押しするとともに、海外ポートセールス

を通じて更なる誘致を進めます。 

コンテナ取扱品目の多様化に向けては、タイで行った小口輸

送のポートセールスでの結果を踏まえ、事業化に向け着実なフ

ォローアップを行うほか、ガントリークレーンの設置工事に着

手するなど、港湾機能の強化を進めます。 

また、昨年マカオでのトップセールスで高い評価を受けたホ
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タテ貝「蘭扇」については、関係団体と連携しブランド化を推

進するとともに、引き続き国際商談会に出展し、販路拡大に努

めていきます。 

来月26日に開業する北海道新幹線への対応では、道外客の誘

致強化に向けて、登別洞爺広域観光圏協議会やnittan地域戦略

会議とも連携し、首都圏や東北地域へのプロモーション活動を

展開します。 

さらに、本市を訪れる方への対応として、新たに中島地区に

観光案内所を開設するとともに、観光拠点づくりに向け、観光

客のニーズを含めた実態調査を行います。 

また、東京オリンピック・パラリンピック開催を地域活性化

のチャンスととらえ、全国の意欲ある市町村により首長連合が

組織されたところであり、本市もこの一員として、東京都心部

において、地域の資源や魅力を世界に発信していきます。 

 

７．スリムな行政運営 

次に、「スリムな行政運営」についてであります。 

新年度の一般会計予算は、税制改正等による市税の減少や、

人口減少などによる地方交付税の減少が見込まれることに加え、

病院会計の収支不足に伴う繰出金の増加などがあり、減債基金

からの借入れで収支均衡を図ったものであります。 

今後も、公共施設の更新などによる多大な財政負担が見込ま

れており、持続可能な財政基盤の確立に向けて、今議会でお示
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しする「財政の見通し」を一つの指標としながら、新たな行政

改革プランを策定します。 

特に、本市では、公共建築物の保有総量の縮減が大きな課題

であり、「室蘭市公共施設等総合管理計画」の目標に基づき「（仮

称）公共建築物再編計画」を策定し、具体的な取り組みを進め

るほか、施設の維持管理費の圧縮を図るため、安定供給にも配

慮しながら、公共施設に新電力を導入します。 

企業会計の資金不足額等の早期解消に向けて、特に市立室蘭

総合病院においては、医師不足による診療体制の縮小など大変

厳しい状況にありますが、内部管理体制の見直しを行うととも

に、常勤医確保に向け、関係機関に対し粘り強く要望していき

ます。 

ICT化の推進では、マイナンバー制度開始に伴い、行政手続き

における添付書類の省略など、市民の利便性向上や事務事業の

効率化を図るほか、情報セキュリティ対策の更なる強化を進め

ます。 

職員の人材育成では、政策プロセスマネジメント研修におけ

る政策提案を、提案者自らが研修の一環として事業化する「チ

ャレンジ事業制度」を新たに設け、若手職員の政策形成能力の

育成を図ります。 

広域行政の推進では、定住自立圏において、安心して暮らせ

る地域づくりや地域経済活性化の観点から、成年後見支援セン

ターの共同運営や学官金連携による地域企業の活性化支援など、
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福祉や産業振興等の新たな分野で連携した取り組みを進めると

ともに、廃棄物処理施設については、西いぶり広域連合におい

て、今後の整備の方向性について調査を実施することから、こ

の結果を踏まえ、関係市町と協議を進めていきます。 

 

Ⅳ 総合戦略の推進 

次に、「総合戦略の推進」についてであります。 

人口ビジョンに基づく将来人口の実現に向けて、総合戦略に

掲げる４つの目標を基本に、スピード感を持って具体的な取り

組みを進めます。 

「まちの特性を活かした産業振興と魅力ある雇用の場の創出」

については、近隣市町と連携し UIJターンフェアを開催すると

ともに、投資型クラウドファンディングを活用して、全国に西

胆振の特産品の魅力を発信し、販路拡大につなげていきます。 

「子育て世代が希望を持って住み続けられるまちづくり」で

は、働くことと住むことを結びつけるため、民間事業者が整備

する子育て・若年世代向けの共同住宅に対し支援を行い、低家

賃で良質な賃貸住宅の供給促進を図るほか、新たに、企業が整

備する社宅等の建設に対する支援制度を創設します。 

「港や観光資源を活かし、新たな「ひと」と「もの」の流れ

をつくる」では、室蘭・宮古間のフェリー航路開設に向け、集

荷の掘り起こしに加え、両市イベントでの相互出展や異業種交

流、さらに、今後の市民交流の可能性を話し合うまちづくり協
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議会の開催など、両市が連携した取り組みを進めていきます。 

「広域連携等による魅力ある地域づくり」では、６市町の連

携により、多世代の移住促進を目指し、西いぶり版「生涯活躍

のまち」構想等の策定を進めるほか、室蘭工業大学を中心に産

学官金の連携により、卒業生の道内企業への就職率向上に向け

た取り組みを推進します。 

 

Ⅴ むすび 

以上、平成28年度における、市政運営の基本姿勢と主な施策

について申し上げました。 

昨年、市内の中学校の壁新聞を読む機会がありました。 

「大人になっても室蘭に住みたいか」という生徒へのアンケ

ートに、半数以上が「いいえ」と答えており、「どのようなマチ

が住みたいと思うマチなのか、本当の豊かさとは何なのかが、

いま問われている」と結ばれていました。 

私は、市民一人ひとりが地域に誇りと愛着を持つことができ

るかどうかが、人口減少対策の鍵になると、改めて強く感じた

ところであります。 

私たち大人が、先人から受け継いだ室蘭のものづくりの歴史

や、豊かな自然などの魅力を知り、学び、楽しみ、まちを好き

になることが大切であり、そしてその思いを子どもたちに伝え、

未来へ紡ぐことこそが、将来を担う子どもたちへの最大の贈り

物であります。 
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５年後、10年後、自分の故郷への思いを笑顔で話せる子ども

たちがこのまちに増えるよう、私は市長として、室蘭の持つ素

晴らしい地域資源を磨き上げ、さらに価値を高めていきます。 

人口減少を直ちに抑制することは困難でありますが、過度に

悲観するのではなく、現実に正面から向き合いながら粘り強く

対策に取り組み、市民が住みたい、住み続けたいと思えるまち

「誇れる室蘭」の実現に向け、私が先頭に立って、新たなチャ

レンジと努力を積み重ねていきます。 

終わりに際し、議会並びに市民の皆様のご理解とご協力を心

からお願い申し上げまして、市政方針といたします。



 

 


